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3月16日 三宿 中学校

赤飯
鶏肉のからあげ
野菜のごまあえ
沢煮椀
くだもの

しょうが(高知)、小松菜(東京)、もやし・いちご(栃木)、に
んじん(徳島)、だいこん(神奈川)、ねぎ(千葉)、米(秋田)、
もち米(新潟、千葉)

検出しない 3.4 検出しない 4.8

3月16日 三宿(夜間) 中学校
オムチキライス
コーンクリームスープ
なばなのサラダ

たまねぎ・にんじん(北海道)、ピーマン(岩手)、キャベツ・
パセリ(千葉)、にんにく・鶏卵(青森)、しょうが(高知)、米
(秋田)、鶏肉(宮崎)

検出しない 3.7 検出しない 5.3

3月16日 太子堂 調理場
肉みそめん
大根とひじきのサラダ
くだもの

チンゲン菜(千葉)、にんじん・ピーマン(茨城)、赤パプリカ
(熊本、韓国)、しめじ(長野)、じゃがいも・たまねぎ(北海
道)、にんにく(青森)、しょうが(高知)、きゅうり(宮崎)、
だいこん(神奈川)、いちご(栃木)、豚肉(栃木、岩手)、鶏肉
(岩手)、いか(ペルー、チリ)

検出しない 3.5 検出しない 4.9

3月16日 多聞 幼稚園

ご飯
魚の照り焼き
おひたし
みそ汁
くだもの
黒みつ団子

ほうれん草(茨城)、もやし（栃木）、たまねぎ(北海道)、に
んじん(徳島)、じゃがいも・ぶり(鹿児島)、米(新潟)、清見
オレンジ(和歌山)

検出しない 3.4 検出しない 5.1

3月15日 旭 小学校
ドリア風
グリーンサラダ
くだもの

たまねぎ(北海道)、にんじん(千葉)、キャベツ・ブロッコ
リー(愛知)、黄パプリカ・いちご(静岡)、りんご(青森)、米
(秋田)、鶏肉(岩手)

検出しない 3.6 検出しない 4.9

3月15日 三軒茶屋 小学校
スパゲッティミートソース
海藻サラダ
シナモンポテト

さつまいも・マッシュルーム(茨城)、にんにく・豚肉(青
森)、しょうが(高知)、たまねぎ(北海道)、セロリ(香川)、
にんじん(千葉)、ピーマン(茨城)、えのきたけ(長野)、きゅ
うり・豚レバー(群馬)、もやし(栃木)、だいこん(神奈川)、
キャベツ(愛知)

検出しない 3.5 検出しない 5.3

3月15日 弦巻 小学校
メロンパン風トースト
ビーンズシチュー
海藻サラダ

じゃがいも・たまねぎ(北海道)、にんじん(徳島)、パセリ
(香川)、キャベツ(愛知)、もやし(栃木)、にんにく(青森)、
豚肉(群馬)

検出しない 3.6 検出しない 5.3

3月15日 弦巻 中学校

赤飯
ぶりの照り焼き
からしあえ
味噌汁

しょうが(高知)、にんじん（徳島）、もやし（栃木）、キャ
ベツ(愛知)、じゃがいも(北海道)、白菜・米(茨城)
長ネギ(千葉)、ぶり(宮崎)

検出しない 3.7 検出しない 5.2

放射性物質検査結果書（調理済み給食、区立小・中学校）

給食等
実施日

施設名 献立または検査品目 主な食材と産地

測定結果（Bq/kg）

セシウム134 セシウム137
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給食等
実施日

施設名 献立または検査品目 主な食材と産地

測定結果（Bq/kg）

セシウム134 セシウム137

3月14日 東玉川 小学校
スパゲティ地中海ソース
野菜のピクルス風
パインケーキ

セロリ(福岡)、にんにく・鶏卵(青森)、たまねぎ(北海道)、
にんじん・パセリ(千葉)、だいこん(神奈川)、きゅうり(茨
城)、えび(インド)、いか(ペルー)

検出しない 3.5 検出しない 5.1

3月14日 奥沢 小学校
焼き鳥丼
根菜汁
おしるこ

長ねぎ・さといも(埼玉)、にんじん（徳島）、ごぼう(青
森)、だいこん(千葉)、れんこん・豚肉(茨城)、ゆず(高
知)、米(秋田)、小豆(北海道)、鶏肉(岩手)

検出しない 3.4 検出しない 4.7

3月14日 奥沢 中学校

ご飯
魚の照り焼き
具だくさん白いみそ汁
里芋のいもたき

しょうが(高知)、にんじん・ねぎ（千葉)、だいこん(神奈
川)、ごぼう(青森)、白菜(茨城)、小松菜・さといも(埼
玉)、さやいんげん(沖縄)、米(新潟)、ハマチ(愛媛)、鶏肉
(岩手)

検出しない 3.7 検出しない 5.3

3月9日 世田谷 小学校

ごはん
鶏肉のからあげ
野菜のおかかかけ
みそ汁

しょうが(高知)、白菜(茨城)、小松菜(東京)、にんじん・ね
ぎ・米(千葉)、じゃがいも(北海道)、しめじ(長野)、鶏肉
(岩手)、豆腐(宮城)

検出しない 3.5 検出しない 5.1

3月9日 桜木 中学校
チリビーンズライス
チーズ入りサラダ
フルーツ白玉

にんにく(青森)、たまねぎ・じゃがいも(北海道)、にんじん
(千葉)、パセリ(茨城)、米（秋田）、豚肉(群馬)

検出しない 3.3 検出しない 4.6

3月9日 桜 小学校
バターチキンカレー
カントリーサラダ
くだもの

にんにく・りんご(青森)、たまねぎ(北海道)、にんじん(千
葉)、しょうが(高知)、セロリ(静岡)、キャベツ(愛知)、大
根(神奈川）、レモン(広島)、いちご(群馬)、米(岩手)、鶏
肉(宮崎)

検出しない 3.8 検出しない 5.3

3月9日 松丘 小学校
ホイコーロー丼
ナムル
杏仁豆腐

にんにく・豚肉(青森)、しょうが(埼玉)、キャベツ(愛知)、
にんじん・ほうれん草(千葉)、ねぎ・ピーマン(茨城)、しい
たけ(秋田)、もやし(栃木)、米(岩手)

検出しない 3.4 検出しない 4.7

3月8日 経堂 小学校
ごはん
豆腐の中華煮
じゃこサラダ

にんにく・豚肉（青森）、しょうが（高知）、たまねぎ（北
海道）、にんじん（千葉）、はくさい（茨城）、にら（長
崎）、だいこん（神奈川）、きゅうり（群馬）、米（岩
手）、じゃこ（愛知）、えび（タイ）

検出しない 3.7 検出しない 4.9

3月8日 経堂 小学校 米 岩手 検出しない 3.3 検出しない 4.8
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給食等
実施日

施設名 献立または検査品目 主な食材と産地

測定結果（Bq/kg）

セシウム134 セシウム137

3月8日 桜丘 小学校
ココア揚げパン
ミルクポトフ
こぎつね和布サラダ

ほうれん草・にんじん（千葉）、キャベツ（愛知）、玉ね
ぎ・じゃがいも（北海道）、セロリ（静岡）、パセリ（茨
城）、もやし（群馬）、ベーコン・ウインナー（埼玉、茨
城、群馬）、鶏肉（岩手）

検出しない 3.9 検出しない 5.5

3月8日 桜丘 中学校
カレーライス
ミモザサラダ
くだもの

にんにく・りんご（青森）、生姜（高知）、玉ねぎ・じゃが
いも（北海道）、にんじん（千葉）、キャベツ（愛知）、
きゅうり・豚肉（群馬）、米（岩手）

検出しない 3.6 検出しない 5.3

3月7日 深沢 小学校

あなごごはん
和風サラダ
すまし汁
シャーベット

米（秋田）、豆腐（新潟、佐賀）、にんじん（千葉）、小松
菜・ねぎ（茨城）、きゅうり（群馬）、しょうが（埼玉）、
大根（神奈川）、キャベツ（愛知）、生わかめ（三陸）、み
かんシャーベット（国産）、あなご（島根、山口）

検出しない 3.5 検出しない 4.8

3月7日 深沢 小学校 牛乳 トモヱ乳業 検出しない 3.3 検出しない 4.7

3月7日 駒沢 小学校
ひじきごはん
肉団子いり味噌汁
和風サラダ

さやいんげん(沖縄)、にんじん(千葉)、長ねぎ(茨城)、しょ
うが(高知)、大根(神奈川)、白菜(茨城)、きゅうり・豚肉
(群馬)、葉ねぎ(福岡)、鶏肉(青森）

検出しない 3.9 検出しない 5.3

3月7日 駒沢 小学校 米 秋田 検出しない 3.3 検出しない 4.8

3月7日 深沢 中学校
ねぎ塩豚丼
肉団子入りみそ汁
お菓子な焼き芋

米（新潟）、さつまいも（熊本）、白菜（茨城）、ねぎ・に
んじん・大根（千葉）、しょうが（高知）、万能ねぎ（福
岡）、玉ねぎ（北海道）、にんにく（青森）、豚肉（神奈
川）、鶏肉（山梨）、鶏卵（栃木）

検出しない 3.9 検出しない 5.4

3月2日 明正 小学校
あげパン
肉団子入り春雨スープ
ナムル

にんじん・ねぎ（千葉）、しょうが（愛知）、たけのこ（福
岡、熊本、鹿児島、宮崎）、こまつな（埼玉）、もやし（栃
木）、干ししいたけ（九州）、鶏肉（宮崎）

検出しない 3.7 検出しない 5.2

3月2日 砧 中学校

ごはん
さかなの塩焼き
じゃがいものカレー金平炒め
小松菜と豆腐の味噌汁

米（山形）、にんじん（千葉）、ごぼう・豚肉（青森）、
じゃがいも・たまねぎ（北海道）、こまつな・ねぎ（茨
城）、鮭（チリ）、豆腐（愛知、佐賀）、こんにゃく（群
馬）

検出しない 3.6 検出しない 4.9



測定値 検出限界値 測定値 検出限界値

給食等
実施日

施設名 献立または検査品目 主な食材と産地

測定結果（Bq/kg）

セシウム134 セシウム137

3月2日 砧 小学校

麦ごはん
焼きししゃも
豚肉と大根のうま煮
野菜のからしじょうゆかけ

生姜（高知）、大根（神奈川）、にんじん（千葉）、里芋・
こまつな（埼玉）、白菜（茨城）、もやし（栃木）、えのき
たけ（新潟）、米（秋田）、ししゃも（アイスランド）、豚
肉（北海道）

検出しない 3.7 検出しない 5.3

3月2日 祖師谷 小学校
あんかけチャーハン
鶏肉とチーズの包み揚げ
野菜の中華あえ

にんにく・豚肉（青森）、たまねぎ（北海道）、白菜（茨
城）、ねぎ・にんじん（千葉）、しょうが（高知）、しそ葉
（愛知）、もやし（栃木）、こまつな（東京）、米（山
梨）、鶏ささみ（宮崎）

検出しない 3.5 検出しない 4.8

3月1日 千歳 小学校

パインパン
ポテトオムレツ
豆いりツナサラダ
ベーコン入り野菜スープ

じゃがいも・たまねぎ(北海道)、パセリ(茨城)、キャベツ
(愛知)、にんじん(千葉)、豚肉(東京)、鶏卵(栃木)

検出しない 3.3 検出しない 4.7

3月1日 千歳 小学校 米 秋田 検出しない 3.5 検出しない 4.8

3月1日 山野 小学校
ガーリックトースト
ミネストローネ
チーズ入りサラダ

にんにく（青森）、パセリ（香川）、しょうが（高知）、に
んじん（千葉）、たまねぎ・豚肉（北海道）、じゃがいも
（鹿児島）、キャベツ（愛知）、きゅうり（群馬）、赤ピー
マン（熊本）、黄ピーマン（茨城）

検出しない 3.7 検出しない 4.9

3月1日 山野 小学校 米 青森 検出しない 3.6 検出しない 4.8

１　検査のあらまし
（１）検査機関 :世田谷保健所
（２）検査方式：NaIシンチレーションスペクトロメーター
（３）検査時間：１０００秒（約１７分）

２　検査結果について
（１）本検査は、世田谷区による独自の検査です。
（２）「検出限界値」とは：検査機器が測定できる最小値のことを指します。検出限界値は、測定する個々の検体によって変わります。
（３）「検出しない」とは：放射性物質が、検査機器の検出限界値未満であることを指します。


